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　　　　　　東海圏の自治体のうち、水道法改正に先立つ形で厚労省によりコンセッション方式のトップセールス事

　　　　　業体として名前の挙げられた浜松市、岐阜市、岡崎市、三重県、および四日市市。これを聞いて、にわか

　　　　に水道民営化ということが身に迫るように思いました。

　昨年３月に行った DVD「最後の一滴まで ― ヨーロッパの水戦争」の自主上映会をきっかけに、上記各市にて行わ

れてきたシンポジウムをいつか三重県内でも！との励ましを共催団体である東海圏トップセールス事業体・リレーシ

ンポジウム実行委員会の近藤夏樹さんからいただきまして、多くの方々の助けを得て三重県四日市にて１２月に実施

することができました。

　昨年鈴鹿市ではこの課題に取り組むグループができて熱心な学習や行動を始められましたが、四日市では学習会の

積み重ねはしたものの、グループの結成は翌１月末を待たねばなりませんでした。発足した「四日市　いのちと水を

考える会」は我が町の水道について積極的な関心と自らの問題としての意識を持ちつつ、広がりを持って学び行動し

ていきたいと思います。県内外の市民、心ある労働者の方々とも励まし合い、進んで行きたいです。

　シンポジウム実行委員会事務局　　加藤美代子さん

池谷たか子さん「浜松市の水道民営化を考える

　　　　　　　　　　市民ネットワーク」事務局長

津田直彦さん「命の水を考える会ぎふ」会長

細川ゆう子さん「NPO 法人 伊賀市 水と緑の会」理事

内田順己さん「四日市市上下水道職員労働組合」書記長

問題は 20 年後です。
環境変化→気候変動（豪雨、大型台風など）

人口が減っている。（30 分ごろ）

●何が必要か
水道の専門の職員、減らす時代は終わった。
水源をきちんと確保するとかそういうところまで
見れる人

今重要なのは、みなさんが
どういう町にしたいか、どう町づくりに参加したいか

（利用料金の徴収を行う公共施設について、
施設の所有権を公共主体が有したまま、
施設の運営権を民間事業者に設定する方式）

コンセッション

事例：パリ（仏）水道の市民参画
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12 月 6 日成立した改正水道法では、これまで

水道事業を運営してきた自治体が浄水場など

の施設を所有したまま運営を民間企業に売却

する「コンセッション方式」を促進しているのが特徴だ。

町づくりをするか。 どのように参加するか。 自治体と市民が
どんなインフラがいいかという議論を早く始めることが大切。
　気候変動に対しても持続可能な水道をつくるために水道の
専門的な職員が必要。 水源もきちんと見られる人材を育成
する。 広域連携をしながら、 過剰な設備を縮小、 水源の見
直しと保全、 エネルギーの視点を水道に取り入れる。
　

宮城県議会は 2019 年 12 月 17 日、同県の水道事業の運営権を民間企業に

売却する「コンセッション方式」を導入する条例改正案を賛成多数で可

決した。上水道、下水道、工業用水の 3事業を対象とするコンセッショ

ンは全国初。人口減や施設の老朽化が進む中、民間ノウハウでコストを

削減し、将来的な水道料金の値上げを抑える。宮城県は 2022 年 4 月か

ら導入する方針。（12/17　日本経済新聞より）

宮城型と言ってコンセッションという言葉が表に

出ないようにしている。

自分の自治体が変わらないから大丈夫という話になっている。

しかし

広域連携しないのか？

このところの新聞報道では、メリットだけが強調されている。

「みやぎ型管理運営方式」上水道・工業用水道・下水道事業をひっくるめて

20 年間民間企業が運営する。

上水道に限れば 20 年間で 120 億円削減するとなっている。

この数字には全く根拠がない。

コンセッションをやる場合、自治体と請け負う企業が契約をして

数字を決める。しかしまだどこの企業とも契約している段階ではないのに

この数字を出すのは非常に不誠実だと思います。

　水道料金の上昇は確かに抑えられます。

対象の９事業が一つになり、エリアも広がるので

今までは個別に買っていた薬品などまとめて買えば安くなる。

同じように「ダウンサイジング（設備を小さく）したり、IoT

（アイ・オー・ティー / モノに通信機能を搭載してインターネット

に接続・連携させる技術）を入れて人を減らせますよ」

と言っている。しかしこれらは、何もコンセッションにしな

くてもできます。

単純にこのモデルを県がやればいい。

なのにあたかも「みやぎ型のメリット」と書いてある。

一番の問題は、20 年間民間に預けるわけですが、20 年後

のプランを宮城県は持っていません。

無責任な話です。結局は自動更新されるわけです。

　「水質が悪化するんじゃないかという不安については

民間事業者セルフモニタリングの他、県と第三者機関が

モニタリングするから大丈夫」

「災害時は県が責任をもって対応する」できますか？

コンセッション導入数年は、水道事業に精通し、技術を持った

職員がいて、

みやぎ型管理運営方式の特徴は県と民間業者が業務を分担

　宮城県は水道事業について、みやぎ方式を提案している。

コンセッション方式であり民営化ではないと主張している。

みやぎ方式の特徴は、水道事業で宮城県と民間業者が業務

分担することである。 民間業者が受け持つ業務は、これま

での水の製造工程に関する業務に新たに薬品等の調整、動

力費等の負担、設備等の更新が加わる。一方、県に残る業

務は事業全体を総合的に管理・モニタリング、管路の維持

管理・更新、建物等の改築である。後に示すが、この業務

分担は県に重い負担を課す。

一方、水道の民営化の失敗例や、再公営化の事例も報告されています

ので、自治体と委託先との契約がしっかり締結されることが重要になる

といえます。 

・水道料金の値上げ・高騰 

・水質の低下 

・委託事業会社の株主への高配当、役員への高報酬 

・海外資本による安全の支配 

民営化の成功例と言われる英国においても、20 年間で 45％も水道料

金が値上がりしました。このため、料金改定には契約の中で何らかの

制約を設ける必要があるといえます。 

ただし、民間企業は利益を追求する団体ですので、制約が強すぎると

水質の低下、需要者へのサービス低下につながる場合もありますし、

最悪の場合は容赦ない撤退もあり得ますので、十分な協議による契約が必要といえます。 

　

営利を求める民間企業なら、そういった小さな自治体を

相手にしないのではないかということが危惧されます。

　

　宮城県の事例をお話しします。宮城県が 1 号事例と

して成立してしまうと四日市でも影響が出るかもしれま

せん。今条例を可決しようとしていますが、ほとんどの

方は知りません。（12/17 に可決。宮城県は 2022 年 4 月から導入する方針。

　

「みやぎ型管理運営方式」

■上水道・工業用水道・下水道事業をひっくるめて 20 年間民間

　企業が運営する。

■水質を維持するための方法は、民間企業にまかせ、水道料金の

　徴収も民間企業が行う。

して数字を決める。 しかしまだどこの企業とも契約している段階
ではないのにこの数字を出すのは非常に不誠実だと思います。
　あと、 水道料金の上昇は確かに抑えられます。 対象の９事
業が一つになり、 エリアも広がるので今までは個別に買っていた
薬品などまとめて買えば安くなる。 同じように 「ダウンサイジング
（設備を小さく）したり、 IoT（アイ ・ オー ・ ティー / モノに通信機能を

搭載してインターネットに接続 ・連携させる技術）を入れて人を減らせ
ますよ」 と言っている。 しかしこれらは、 何もコンセッションにし
なくてもできます。
　単純にこのモデルを県がやればいい。 なのにあたかも 「みやぎ
型のメリット」 と書いてある。　一番の問題は…20 年間民間に
預けるわけですが、 20 年後のプランを宮城県は持っていません。
無責任な話です。
　「水質が悪化するんじゃないかという不安については民間事業
者セルフモニタリングの他、 県と第三者機関がモニタリングするか
ら大丈夫」 「災害時は県が責任をもって対応する」 と言う。
　本当にできますか？
　コンセッション導入数年は、 水道事業に精通し、 技術を持っ
た職員がいて監督できるが、 20 年後はその職員が大多数退職
すれば、 監督能力や災害対策能力の減少につながります。

公営企業
オードパリ社

パリ水道
オブザバトリー

財務、技術、政策情報を公開

パリ市の水に関する
政策策定と実施に参画

・水道利用者で構成された水道事業に関
　する情報と議論の場
・代表はオードパリ社の理事会メンバー

パリ市の水道
を管理運営

海外では、 水道事業を民営化した後、 様々な問題が生
じて公営化に戻す 「再公営化」 の動きが目立つそうで、
2000 年から 2015 年の 15 年間で、 37 カ国 235 都
市で再公営化がされています。 フランスのパリでは、
1980 年代に民営化した後、 30 年で水道料金が 5倍
になったことで、 2010 年に再公営化しました。
全体からすれば少ない
数だといいますが、 一旦民営化すれば公営化に戻すの
は体力のある自治体でないと難しいのです。 民営化
の成功例と言われる英国においても、 20 年間で
45％も水道料金が値上がりしました。
日本は、 水道料金の値上げに上限を設けるというが、
民間企業なので利益追求のためにサービスの質を落とす
のではと危惧されています。
　自治体は “住民” に目を向けるが、 民間団体は “株
主” を強く意識するものだという指摘もあります。
　
　
　

　花巻市、 北上市、 柴波町は、 水道事業を一つにしました。
メリットはばらつきがあった職員の技術力が研修などで高まった。
単純に広域化しただけではだめで、 どの地域にどんな浄水場
が必要かと見極めて余剰な施設を減らした。 減らすことによっ
て統合から 4 年間で総計約 76 億円の投資を削減した。 今
までは遠くの浄水場から水を運んでいて、 膨大なエネルギーが
必要だった。 災害にも弱かった。
　こうして持続可能な水道へ移行できるんです。

岩手県：広域化した後に施設を統合　

みやぎ方式の中で言われていないコストがある
言われていない企業側に発生するコスト 言われていない自治体側のコスト

役員報酬、 税金、
資金調達の金利、
調査や手続きのコスト

企業との契約をきちんとする
ために専門家を雇う費用、
モニタリングのプロを雇う費用

将来この町に住む子供たちのために今どういう水道事業を
残していくかが大事です。ご清聴ありがとうございました。

最適な
大きさに
変えていく

●人口減少地域は水道から水点へ●水にかかるエネルギーを減らす
遠くのダム、

低い場所の水

をポンプ導水

地域の伏流水

地下水、雨水

　の活用

安全低廉な

原水確保

ポンプ代節減

●浄水方法の見直し

急速ろ過法 生物浄化法

（緩速ろ過）

安全低廉な水道水

簡易な維持管理

災害に強い施設

ランニングコストの

　　節減

　今回、 厚生省の対象になっているダム事業さえ不必要になる
可能性がある。 大量の水をかき集める時代が終わって、 少な
い水でやっていけるといういい時代が来るので、 今 20 年間の
固定的な契約を結ぶことが非常に不利になる可能性が高い。
　もちろん改革が必要なのが水道だけではなく、 さまざまなイン
フラの改革が求められている。 今重要なのは皆さんがどんな

　技術の継承の問題も言われていません。
　宮城県が見ないといけないのは人口減少
・ H29 年～ 30 年、 1 年間に 8800 人減少
・ これが 30 年間続くとすると 26 万 4000 人減少
・ 1 人当たりの水使用量を 250 リットルとすると 6 万 6000 トン
　の使用量減

市民の参画というケースではパリが先進的です。
パリは再公営化されたということが有名ですが、 実はそのあとの
取り組みが注目に値します。 現在パリ市の水道を管理運営し
ているのは公営企業オードパリ社ですが、 市民らで作るパリ水
道オブザバトリーが、 パリ市の水に関する政策策定と実施に参
画する仕組みを作っています。

　


